
○環境保全功労者表彰 　６件（５名、１団体）
氏名（又は団体名） 功績概要

岡本　美保子
おかもと  みほこ

石井　彰
いしい　あきら

公害健康被害補償不服審査会　委員（非常勤）

黒﨑　敦子
くろさき　あつこ

公害健康被害補償不服審査会　専門委員

相田　真介
あいだ　しんすけ

石綿健康被害判定小委員会　専門委員

島　正之
しま　まさゆき

石綿読影の精度確保等に関する検討会　座長

苫小牧漁業協同組合
とまこまいぎょぎょうきょうどうくみあい

組合長　伊藤　信孝

公害健康被害補償法及び石綿健康被害救済法に基づき行われ
た認定並びに補償給付及び救済給付の支給に関する処分に不
服がある者が行う審査請求に対して、審査を実施し、もって
公害健康被害者の救済に貢献した。

石綿関連疾患の病理医として医学的判定や審査困難症例に対
し意見を述べるなど、石綿健康被害救済制度の運営に尽力
し、環境行政の推進に多大なる貢献を果たした。

石綿ばく露者の健康管理に関することについて、平成18年度
当初より検討会に参画し、平成28年度からは検討会の座長と
して石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の取りまとめに
尽力するなど、環境行政の推進に多大なる貢献を果たした。
また、平成22年４月からエコチル調査兵庫ユニットセンター
長として、子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル
調査）の継続等に大きく貢献した。

公害健康被害補償不服審査会　会長（常勤委員）

令和４年度環境保全功労者等受賞者一覧
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公害健康被害補償法及び石綿健康被害救済法に基づき行われ
た認定並びに補償給付及び救済給付の支給に関する処分に不
服がある者が行う審査請求に対して、審査を実施し、もって
公害健康被害者の救済に貢献した。

我が国初のCCS大規模実証試験への、周辺漁業協同組合との連
携による、漁業及び環境への調査協力および環境監視。

公害健康被害補償法及び石綿健康被害救済法に基づき行われ
た認定並びに補償給付及び救済給付の支給に関する処分に不
服がある者が行う審査請求に対して、審査を実施し、もって
公害健康被害者の救済に貢献した。
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54件（20名、34団体）
推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要

青森県 富士見町町会

青森県 藤子新町町内会
ふじこしんちょうちょうないかい

岩手県 大瀬川たろし滝測定保存会
おおせがわたろしだきそくていほぞんかい

秋田県 石木田　まり子
いしきだ　まりこ

山形県 加藤総業株式会社
かとうそうぎょうかぶしきがいしゃ

山形県 山形県森林インストラクター会
やまがたけんしんりんいんすとらくたーかい

福島県 ふるさとの川・荒川づくり協議会
ふるさとのかわ・あらかわづくりきょうぎかい

茨城県 安見　珠子
あみ　たまこ

茨城県環境アドバイザー

茨城県 滑川ホタルの里づくり委員会
なめかわほたるのさとづくりいいんかい

栃木県 伊藤　康行
いとう　やすゆき

栃木県 加藤　和弘
かとう　かずひろ

栃木県 川子　博巳
かわこ　ひろみ

群馬県 ネッツトヨタ群馬株式会社
ねっつとよたぐんまかぶしきがいしゃ

○地域環境保全功労者表彰

1

多年にわたり、町会が主体となって各家庭から資源物の回
収を行い、資源化を図ることで、ごみの減量化やリサイク
ル率向上に寄与した。

ふじみちょうちょうかい

2

多年にわたり、町内会が主体となって各家庭から資源物の
回収を行い、資源化を図ることで、ごみの減量化やリサイ
クル率向上に寄与した。

3

葛丸川の水文化や作柄予測など、たろし滝の伝統を次世代
に継承し、地域環境の変化（地球温暖化の指標）を発信す
る等、水辺環境の保全と普及啓発に貢献している。

4

地域の消費者の会会長、コミュニティFMのパーソナリティ
等として、循環型社会推進や地球温暖化防止に関する普及
啓発活動を行った。

鹿角市消費者の会　会長

5

風力発電事業への積極的な参入及び再生可能エネルギーの
理解促進に向けた環境教育活動等の普及啓発活動を実施
し、県内の風力発電の普及に貢献した。

6

森林環境教育プログラムの企画・開発・運営による様々な
アクティビティの提供及び県内各地での体験学習指導によ
り県民の環境保全意識向上に貢献した。

7

荒川沿川の清掃活動を地域団体等と連携協力しながら行
い、河川の環境美化・保全に努めている。また、自然楽
校、水質・水生生物調査、サケの稚魚放流等を開催するほ
か、小中・高校生の学習支援・環境教育の取組みを行うな
ど河川の環境保全に貢献している。

8

茨城県環境アドバイザーとして、地域の環境学習の推進に
貢献した。また各協会・研究会に所属し、植物の自然保護
活動に取り組んだ。

9

地域の子どもたちとともにホタルの生息地の環境保全活動
を行った。またホタルの人工繁殖飼育を継続的に行った。

10

法定検査の受検率向上に寄与するほか、浄化槽工事業者の
リーダーとして適正な施工の推進に尽力し、公共用水域の
水質保全に大きく貢献した。

一般社団法人栃木県浄化槽協会　副会長

11

廃棄物処理業を通じた資源循環への取組等のほか、環境美
化活動を通して地域への社会貢献活動などを積極的に取り
組み、環境保全の推進に尽力している。

（株）日環　専務取締役
栃木県産業資源循環協会　副会長

12

複数の会社役員として、一般廃棄物の処理を通じた生活環
境の保全及び公衆衛生の向上や、持続可能な社会に向けた
取組に長年尽力している。

有限会社クリーン環境　専務取締役、
一般社団法人栃木県環境美化協会　理事

13

CO2を排出する自動車のディーラーとして群馬の環境保全や
地球温暖化防止に貢献するため、森林整備活動や自然観察
会等を実施している。
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推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
群馬県 高崎市立六郷小学校

千葉県 名戸ヶ谷ビオトープを育てる会
などがやびおとーぷをそだてるかい

千葉県 地球温暖化防止活動銚子
ちきゅうおんだんかぼうしかつどうちょうし

神奈川県 横浜ゴム株式会社　平塚製造所

新潟県 大芋川区と魚沼市立広神西小学校

富山県 富山県立氷見高等学校水産クラブ

富山県 栃津川を愛する会
とちづがわをあいするかい

山梨県 山梨県立笛吹高等学校　植物研究部

山梨県 Yamanashiみずネット

岐阜県 大野　惠章
おおの　やすふみ

一般社団法人　岐阜県猟友会　会長

愛知県 松尾　直規
まつお　なおき

中部大学客員教授

愛知県 𠮷田　光善
よしだ　みつよし

京都府 きょうたなべ環境市民パートナーシップ
きょうたなべかんきょうしみんぱーとなーしっぷ

14

ESD（持続発展教育）の一環として、SDGsの理解と取組、外
部と連携した環境教育、委員会活動を通した持続可能な未
来に関わる活動を行っている。

たかさきしりつろくごうしょうがっこう

15

平成15年に設立以降、長年にわたりビオトープの保全に取
り組むほか、小学生を対象とした自然観察会を実施するな
ど、地域の生物多様性保全の普及啓発に多大な貢献をして
いる。

16

平成17年に設立以降、市民等を対象とした環境講座を開催
するなど、地球温暖化防止活動の普及啓発に多大な貢献を
している。

17

地域活動団体、大学、自治体等と連携し環境イベントによ
る地球環境問題の普及啓発や里山保全に資する活動を多年
行っている。

よこはまごむかぶしきがいしゃ　ひらつかせいぞうしょ

18

新潟県レッドリスト絶滅危惧Ⅰ類に分類されているオキナ
グサの保全活動を継続して行っており地域の環境保全に貢
献している。

おおいもがわくとうおぬましりつひろかみにししょう
がっこう

19

氷見市内沿岸部の清掃活動を行うとともに、アマモやワカ
メの育成・栽培活動により富山湾岸の藻場の保護育成に取
組んでいる。

とやまけんりつひみこうとうがっこうすいさんくらぶ

20

栃津川の堤防の清掃活動や、地元小学生とヤマメの放流な
どを行い、地域の水辺空間の環境保全に大きく貢献してい
る。

21

植物組織培養施設等を活用し南アルプスの絶滅危惧植物、
特に絶滅危険性の大きいタカネマンテマ・タカネビランジ
等について安定的な種子繁殖技術を開発した。

やまなしけんりつふえふきこうとうがっこう　 しょくぶ
つけんきゅうぶ

22

市民参加型の「身近な水環境の全国一斉調査」等を実施す
るとともに、身近な河川について考える機会を提供するな
ど、水質・水環境の保全の調査研究や普及啓発に大きく貢
献している。

やまなし　みずねっと

23

多年にわたり自然環境保全に積極的に関わり、野生鳥獣の
保護管理の担い手として、献身的に取り組み、自然環境保
全に多大に貢献している。

24

愛知県環境影響評価審査会会長及び愛知県環境審議会水
質・地盤環境部会長等を務め、水工学の専門家として愛知
県の環境行政の推進に貢献した。

25

地形・地質の専門家として愛知県環境審議会専門調査員を
務め、愛知県の環境行政の推進に貢献した。

26

森林環境の保全、環境美化、ごみの減量、新・省エネル
ギーの普及啓発を実施するなど、広く市民への美化活動や
環境意識の啓発に貢献した。
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推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
京都府 西山森林整備推進協議会

にしやましんりんせいびすいしんきょうぎかい

大阪府 前田　芳聰
まえだ　よしあき

大阪府 株式会社エコリカ
かぶしきがいしゃ　えこりか

兵庫県 相生湾自然再生学習会議
あいおいわんしぜんさいせいがくしゅうかいぎ

兵庫県 兵庫県立御影高等学校環境科学部

奈良県 特定非営利活動法人奈良環境カウンセラー協会

奈良県 特定非営利活動法人山野草の里づくりの会

和歌山県 中岡　浩
なかおか　ひろし

島根県 大田市立池田小学校
おおだしりついけだしょうがっこう

岡山県 岡山県立玉野光南高等学校生徒会
おかやまけんりつたまのこうなんこうとうがっこうせい
とかい

広島県 神之瀬峡森林環境インストラクター協会

山口県 植村　芳弘
うえむら　よしひろ

瀬戸内海環境保全協会理事

山口県 黒田　義則
くろだ　よしのり

山口県自然観察指導員協議会顧問

27

学識経験者や地元住民、行政等による協議会を設立し、多
くの関係者の協力のもと、地域の森林環境の保全及び環境
教育による次世代の育成に貢献した。

28

長年にわたり、地域環境保全についての小学校出前講座や
地域の関係団体との連携による環境保全活動に取り組んで
いる。

ニューメディカ・テック株式会社　会長、
大阪環境カウンセラー協会　監事兼任理事

29

国内で最初にインクジェットプリンターの使用済みカート
リッジをリユース・リサイクルするシステムを確立し、プ
ラスチックごみ削減に大いに貢献した。

30

相生湾を自然豊かな里海に蘇らせるため、地元小学生と一
緒にアマモ場の再生や兵庫県絶滅危惧種Aランクの塩生植物
の保護を行うなど、環境保全に係る啓発活動を行ってい
る。

31

キノコの多様性について長期・継続的に調査研究し、成果
を積極的に発信することにより、森林環境や生態系の保全
に関する関心を高めた。

ひょうごけんりつみかげこうとうがっこうかんきょうか
がくぶ

32

県内事業者へ環境経営システムを推進するとともに、ごみ
の減量化等の指導・提言を実施。小学校においてビオトー
プ学習支援にも取り組んでいる。

とくていひえいりかつどうほうじんならかんきょうかう
んせらーきょうかい

33

里山の景観維持に努めるとともに、「里山保全ボランティ
ア養成講座」を開講し、里山保全の担い手づくりに取り組
んでいる。

とくていひえいりかつどうほうじんさんやそうのさとづ
くりのかい

34

全国初のスキームで町営二川小水力発電所を設置し、売電
益で住宅用太陽光発電導入補助や環境教育など住民への普
及啓発を行った。

前・有田川町建設環境部環境衛生課長

35

多年にわたり、三瓶山に生息する希少植物ヒロハノカワラ
サイコやユウスゲ等について地元団体と共に環境学習を継
続し、保全活動に取り組んだ。

36

平成15年に県の児島湖畔環境アダプト推進事業の活動団体
へ認定されて以降、多年にわたり環境保全に関する率先的
実践活動を行った。

37

自然観察会等を定期的に開催し、自然保護に関する普及啓
発を行っているほか、有志が希少植物の点検や盗掘防止の
ための見回り活動を行っている。

かんのせきょうしんりんかんきょういんすとらくたー
きょうかい

38

市の環境政策に係る多くの要職を務めており、長年培って
きた豊富な経験や知識をもとに環境行政の推進に貢献して
いる。

39

永年、県内外における自然観察会の開催を通じて自然保護
思想の普及啓発に尽力するとともに、県内最高峰の寂地山
に生育するカタクリ保全活動等にも貢献している。
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推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
徳島県 徳島市加茂名南小学校

福岡県 森本 美鈴
もりもと   みすず

福岡県 川を住民の手で美しくする会
かわをじゅうみんのてでうつくしくするかい

長崎県 南島原市立有馬小学校
みなみしまばらしりつありましょうがっこう

熊本県 エコ村伝承館

熊本県

大分県 原口 サトミ
はらぐち　さとみ

大分県シェアリングネイチャー協会　理事長

大分県 特定非営利活動法人猪の瀬戸湿原保全の会

鹿児島県 西原　充貴

沖縄県 土屋  誠
つちや  まこと

沖縄県 大見謝　辰男
おおみじゃ　たつお

横浜市 横浜市立永田台小学校

堺市 小西 康裕
こにし　やすひろ

大阪府立大学 名誉教授
大阪公立大学 大学院理学研究科 客員研究員

40

学校敷地内のビオトープ整備、袋井用水での水質調査、地
域住民との合同清掃を行うなど、水環境保全・普及啓発に
貢献している。

とくしましかもなみなみしょうがっこう

41

市民への体験型環境教育を確立し、多年にわたり市民や途
上国研修生の環境人材の育成に尽力してきた。また、広く
環境教育の普及に努めている。

特定非営利活動法人ふくおか環境カウンセラー協会　理
事

42

那珂川市内に位置する川の清流をよみがらせるため地域住
民の自主活動により、その実現を図るとともに運動の幅広
い展開を行い、川の美化を推進している。

43

長年にわたって学校全体でＩＳＯのシステムを構築し、環
境活動を実施しており、地域の環境意識啓発に大きく貢献
してきた。

44

長きにわたり、県内の放置竹林を活用した竹馬づくりや、
廃棄ガラスを用いたガラスアートづくりなど「ものづくり
体験を通じた環境教育」に取り組んでいる。

えこむらでんしょうかん

45

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社　
熊本テクノロジーセンター

工場で使用した水の再利用による地下水採取量の削減や水
田湛水事業による使用量を上回る地下水涵養の取組みな
ど、水環境保全に貢献している。そにーせみこんだくたまにゅふぁくちゃりんぐかぶしき

がいしゃ　くまもとてくのろじーせんたー

46

環境教育アドバイザーとして、環境学習会の講師を長年務
めるほか、「なかつプレーパーク」の運営に携わり、自然
体験活動を通じて環境教育の普及啓発に貢献している。

47

昭和47年以降野焼きが停止し森林化が進んでいた猪の瀬戸
湿原について、2012年から野焼きを再開し、以降毎年の野
焼きや自然観察会を通じて、生物多様性の推進に貢献して
いる。

とくていひえいりかつどうほうじんいのせとしつげんほ
ぜんのかい

48

長年にわたり環境保全行政に精力的に取り組み、本県の環
境保全行政の推進に大きく貢献するとともに、近年の新た
な大気環境問題への対応に尽力した。

にしはら　みつたか

49

長年、サンゴ礁島嶼生態系の学術研究に従事するととも
に、沖縄県自然環境保全審議会の委員などを歴任し、本県
における生物多様性の保全に大きく貢献した。また、沖縄
県環境影響評価審査会委員として、本県の環境影響評価制
度の推進にも尽力した。

琉球大学名誉教授

50

赤土等流出防止に関する調査研究に携わり、赤土汚染モニ
タリング手法を開発する等の功績を挙げることにより、沖
縄県の赤土等流出防止対策への貢献及び国内のサンゴ礁海
域の環境保全の推進に大きな功績を残している。沖縄県南部保健所環境保全班環境保全指導員

51

地域の協力を得ながら行う米作りを通して自然との共生に
ついて考え、校内ビオトープの保全を行い、現在も継続し
ている。

よこはましりつながただいしょうがっこう

52

多年にわたり、堺市環境審議会委員を務め、更に同審議会
副会長・会長として、環境基本計画その他環境の保全と創
造に関する基本的事項の調査及び審議に尽力し、環境行政
の推進に大きく貢献した。

5



推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
岡山市 福田　佳代

(特非)岡山環境カウンセラー協会　副会長

新妻　弘明
にいつま　ひろあき

国立大学法人東北大学　名誉教授

53

多年にわたり、岡山県下全域で環境教育活動を継続してい
る。また、多くの審議会委員を歴任し、環境行政の推進に
協力してきた。

ふくだ　かよ

54

東北地方環境事務
所

東北環境パートナーシップオフィスの立上げから現在まで
に至るまでの間、東北地方の地域特性を活かした業務運営
等に貢献した。

6



50件（12名、38団体）
推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要

山形県 助川　暢
すけがわ　のぶ

福島県 二本松市立小浜中学校

福島県 堤町西区町内会

茨城県 石崎　和夫
いしざき　かずお

千葉県 大津川をきれいにする会

千葉県 一般社団法人千葉県塗装工業会

神奈川県 大友長寿会
おおどもちょうじゅかい

神奈川県 久村寿会
くむらことぶきかい

新潟県 社会福祉法人　浄英会　長生保育園

富山県 網谷　勲二
あみたに　くんじ

富山県 三日市健朗会
みっかいちけんろうかい

山梨県 南アルプス市立白根百田小学校
みなみあるぷすしりつしらねひゃくたしょうがっこう

山梨県 山梨県立甲府城西高等学校

○地域環境美化功績者表彰

1

環境整備ボランティアとして、かつて地域に多くあふれてい
たキキョウやオミナエシ等の植物を人の目が届く学校敷地内
や公民館等に植栽して、希少植物の保護に貢献した。

2

校庭や校舎周辺の植栽や手入れを行っている。また、平成23
年度よりボランティアで本校から公民館までのゴミ拾いと公
民館のグラウンドの草むしりを行っている。

にほんまつしりつおばまちゅうがっこう

3

清掃、緑化などの地域環境の美化活動やリサイクル運動など
のごみの減量化に関する活動を行っている。つつみまちにしくちょうないかい

4

行方市立要小学校の通学路において、通行の妨げとなる場所
の清掃活動（空き缶拾い、落ち葉等の清掃）を長期に渡り行
い、安全・安心な通学路の整備に努めた。

5

平成16年に設立以降、長年にわたり大津川の清掃や調査等を
行っているほか、市民や小学生を対象とした自然観察会を行
うなど、環境美化等の啓発に大きく貢献している。

おおつがわをきれいにするかい

6

平成17年以降、長年にわたり県内施設の壁画塗装や落書き消
去等の社会貢献活動を行っており、地域環境の改善・維持に
大きく貢献している。いっぱんしゃだんほうじんちばけんとそうこうぎょうかい

7

長年にわたり、地域の憩いの場である神社の清掃や周辺の環
境整備を定期的に実施しており、地域の環境美化に大きく貢
献している。

8

久村御滝神社を中心に半世紀以上もの長きにわたり清掃活動
を継続し、地域の環境美化に大きく貢献している。

9

園児や家庭への自然環境教育を通じた保育園での緑化活動や
近隣の川の清掃により、地域の自然環境の改善に貢献してい
る。

しゃかいふくしほうじん　じょうえいかい　ちょうせいほ
いくえん

10

平成9年から多年にわたり、地域の公園や河川、海岸の清掃
や草刈り、落ち葉回収をほぼ毎日行うなど、地域の環境美化
に大きく貢献している。

11

昭和32年から多年にわたり、地区内の公共施設や名所の清掃
活動、花いっぱい活動を行うなど、地域の環境美化に大きく
貢献している。

12

身近な環境整備や美化活動の実施、ふるさとの自然や環境に
ついての学びを継続している。

13

平成22年より本校サッカー部が河川等の美化活動やイワナな
どの放流活動を行う「未来の荒川をつくる会」活動に参加を
始めた。コロナ禍の中止期間もあったが令和3年から全校か
ら有志を募り、生徒会の活動に広がった。

やまなしけんりつこうふじょうさいこうとうがっこう

7



推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
長野県 牛伏川をきれいにする会

うしぶせがわをきれいにするかい

静岡県 富士市花の会
ふじしはなのかい

静岡県 つつじ通り花いっぱい運動の会
つつじどおりはないっぱいうんどうのかい

愛知県 劇団シンデレラ
げきだん　しんでれら

愛知県 板山竹炭研究会

滋賀県 株式会社村田製作所八日市事業所

京都府 佐波賀の海と川を美しくする会
さばがのうみとかわをうつくしくするかい

大阪府 テンセンス株式会社

大阪府 株式会社和紙の布
かぶしきがいしゃ　わしのぬの

奈良県 特定非営利活動法人ナルク奈良拠点

奈良県 ホンダ奈良自販株式会社葛城店
ほんだならじはんかぶしきがいしゃかつらぎてん

和歌山県 特定非営利活動法人花いっぱい推進協議会

岡山県 大野　循二
おおの　じゅんじ

14

平成18年6月の設立から流域住民による河川の美化・浄化活
動に努め、他の模範となっている。

15

設立以来、市内を花で彩り続け、研修会や市民との交流事業
の開催を通し、花あるくらしの楽しさを広くPRするなど、そ
の功績は多いに評価できる。

16

設立以来、地域花壇の維持管理、道路の整備活動等に継続し
て取り組んでおり、地域の環境美化に大きく貢献している。

17

「生きものと人とのかかわり」を描いたミュージカルを全国
で公演し、「美しい自然を守る」「ごみをポイ捨てしない」
等の環境美化等の普及啓発に貢献した。

18

地域の里山(竹林)の整備や神戸川の水質浄化、次世代への環
境学習を行い、地域の緑化・浄化と環境美化の普及啓発に貢
献した。

いたやまたけすみけんきゅうかい

19

滋賀県の花「しゃくなげ」をシンボルツリーとした事業所内
の緑化活動を行い、地域交流活動の推進による地域環境美化
へ貢献した。

かぶしきがいしゃむらたせいさくしょようかいちじぎょう
しょ

20

佐波賀の海や川の環境美化活動、環境啓発活動に積極的に取
り組み、長年にわたり地域環境美化の活動に貢献した。

21

可食性容器を開発し、飲料販売に伴う水使用やごみの削減に
成功した。また、学生を対象に、SDGs普及促進の環境教育講
座を実施している。

てんせんすかぶしきがいしゃ

22

木から布を作る技術を開発し、放置された間伐材から様々な
布製品を製作することにより、再生可能な資源の有効活用や
林業の活性化と森づくりに貢献している。

23

山の辺の道景観美化活動や飛鳥川源流の清掃等を実施すると
ともに、菜の花の栽培を通して、子ども達の環境学習の支援
にも貢献している。

とくていひえいりかつどうほうじんなるくならきょてん

24

国道２４号線からＪＲ大和新庄駅までを繋ぐ駅前道路及び無
人駅舎中心に清掃活動を実施し、地域の環境美化に貢献して
いる。

25

まちの緑を大切にし、道行く人のため、花を育て、誰もが愛
せる花いっぱいのまちをつくることを目的に、長年にわたり
花壇整備や、道路の美化清掃等の活動を継続されている。

とくていひえいりかつどうほうじんはないっぱいすいしん
きょうぎかい

26

多年にわたり環境衛生推進委員等の職を務め、地区内の清掃
や緑化運動を推進し、地域の環境美化意識の高揚に寄与し
た。

8



推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
岡山県 開田連合自治会

かいでれんごうじちかい

山口県 西村　守晶
にしむら　もりあき

宇部市環境衛生連合会　副会長　
宇部市環境衛生連合会厚東支部　支部長

山口県 菊ケ浜を日本一美しくする会
きくがはまをにほんいちうつくしくするかい

徳島県 江川奉仕橋かもクラブ
えがわほうしばしかもくらぶ

香川県 牧山　正三
まきやま　しょうぞう

琴平町自治会連合会長、香川県環境監視員

愛媛県 松山市立　荏原小学校

福岡県 大任町「花と緑の会」

福岡県 大任町商工会

熊本県 末松　秀春
すえまつ　ひではる

熊本県 特定非営利活動法人　天明水の会
とくていひえいりかつどうほうじん　てんめいみずのかい

大分県 森　萬治　（故人）
もり　まんじ

大分県 ＮＰＯ法人　岡原花咲かそう会
えぬぴーおーほうじん　おかばるはなさかそうかい

仙台市 「将監沼の自然」とふれあいを育む会

27

地区内住民で構成し、多年にわたり地域の緑化運動、道路及
び河川清掃など幅広い環境美化活動に積極的に取り組み、他
地区の模範となっている。

28

住みよい町づくりに向けて、地元住民と連繋を図り、市道や
河川、側溝の清掃、家庭排水の浄化促進等長年にわたり美化
活動を推進し、ゴミステーションの整備等、問題点の改善に
も取り組んでおり、その姿は他の模範となっている。

29

白砂青松の景勝地である菊ケ浜において、長年にわたり定期
的な清掃活動や景観保全活動に取組み、地域環境の美化に貢
献している。

30

「江川ゆうねんの淵」一帯の清掃活動を行うとともに、回収
した土砂等を花壇で再利用するなど、地域の美化活動に尽力
している。

31

10数年にわたって、町内一斉清掃等において先頭に立って住
民へ働きかけ、自らも熱心に取り組み、「観光立町である琴
平町」の環境美化に対する意識高揚に寄与してきたこと。

32

地域の憩いの風景である校内の花壇整備や資源回収を実施す
るとともに、県内高校等と環境分野における交流をホーム
ページや校舎内で紹介するなど地域環境の美化や美化思想の
普及啓発に貢献している。

まつやましりつ えばらしょうがっこう

33

長年にわたる花と緑の植栽活動の中で環境美化活動や景観美
化に取り組んだ。特に、地道な活動から輪を広げた「大任町
花いっぱい運動」は町内外から700人近くが集まる花と緑の
植栽イベントに発展している。

おおとうまちはなとみどりのかい

34

町に身近に生息し、また、町の象徴でもあるしじみを活用し
た特色のある活動に熱心に取り組み、しじみとの触れ合いの
中で環境保全教育や命を大切にする等の情操教育を約30年以
上にわたり子どもたちに行っている。

おおとうまちしょうこうかい

35

12年間の長きにわたり、天草市栖本町の海岸において、漁業
用フロートやペットボトルなどの漂着物を回収し、地域の環
境美化に貢献している。

36

長きにわたり、地域や九州の河川協力団体等と連携し、緑川
の一斉清掃や植林活動など、水と緑の環境美化・保全活動に
取り組んでいる。

37

多年にわたり、自宅付近の通学路、神社参道にて草取り、ご
み拾いを行うとともに、外出時も袋を持ち歩き、たばこの吸
い殻等を拾うなど、地域の環境美化に貢献した。

38

大分スポーツ公園周辺の環境保全や美化活動等をとおして、
青少年・高齢者も交えた交流の場を設定し、社会教育の一翼
を担いながら地域づくりを推進している。

39

将監風致公園の定期的な草刈りや清掃活動を行い環境整備に
寄与するとともに植樹活動にも取り組んでいる。また、自然
観察会など自然保護愛護活動も行っている。

「しょうげんぬまのしぜん」とふれあいをはぐくむかい

9



推薦自治体等 氏名（又は団体名）・職業（団体概要）等 功績概要
仙台市 仙台市森林アドバイザーの会

せんだいし　しんりん　あどばいざーのかい

川崎市 今　満

川崎市美化運動実施川崎支部田島地区会計監査

川崎市 花と市民参加の会“コスモス”
はなとしみんさんかのかい　こすもす

横浜市 大口仲町第三町会
おおぐちなかまちだいさんちょうかい

横浜市 洋光台　花と緑の街づくり委員会

相模原市 及川　榮一

大阪市 大谷　時子

大阪市 永寿会
えいじゅかい

広島市 土居　徹吉
どい　てつよし

広島市 三篠北町グラウンドゴルフ同好会

東因ソフトボールリーグ
とういんそふとぼーるりーぐ

40

市内の緑地において、植林や下草刈りなど緑地の保全、環境
整備活動を積極的に行っているほか、森林ボランティア活動
で指導的役割を担って活動している。

41

川崎市美化運動実施川崎支部田島地区の会計監査などの役職
に就き、地域の美化運動の実践と企画にかかわる指導に積極
的に携わっている。

こん　みつる

42

長年にわたり、むじなが池北側の一方通行道路沿いの清掃美
化活動を行っており、地域の環境美化の推進に積極的に貢献
している。

43

大口西公園が昭和29年に新設されて以来、68年にわたり清掃
活動や緑化活動を行っており、地域環境美化に貢献してい
る。

44

永年にわたり、洋光台駅周辺の花植えや花苗の管理を行い、
洋光台を訪れる人達の目を楽しませるとともに、環境美化に
貢献している。

ようこうだい　はなとみどりのまちづくりいいんかい

45

長年にわたり、相模原市慰霊塔前参道花壇の手入れを自主的
に行い、地域住民の美化意識の向上に寄与している。おいかわ　えいいち

46

22年の長きにわたり、地域の道路の清掃を行っており、環境
美化の維持・向上に貢献している。おおたに　ときこ

47

51年の長きにわたり、地域の道路の清掃を行っており、環境
美化の維持・向上に貢献している。

48

平成9年4月頃から、毎日近隣町内のごみを拾い集める清掃活
動を行っており、町内美化に貢献している。

49

平成10年5月頃から、毎週月～土曜日に、三篠北町公園の清
掃活動と除草、花壇の手入れを行っており、町内美化に貢献
している。

みささきたまちぐらうんどごるふどうこうかい

50

近畿地方事務所
地域住民によるソフトボールリーグであり、山陰海岸国立公
園の大谷(おおたに)海岸において年2回の海岸清掃と、毎回
試合後には海岸の公衆トイレの清掃を行っている。
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